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夏休みは、日常から離れてご家族でゆったりのんびりと！ 

おうち以上の「家族時間」 30 時間の団らんステイ 

「Family-Time 30」プランを販売。 

「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）」の 10 ホテルで販売。 

 

 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、～おうち以上の「家族時間」30 時間の団らんステイ～

「Family-Time 30」宿泊プランを販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

新型コロナウイルスの感染拡大により依然として遠出が憚られる今年の夏休み。せめて日常から離れて家族でゆっくりと過ごしたい…そ

んなコロナ禍におけるニーズにお応えし、最大 30 時間ステイ、ホテルで密を避けて、ご家族でゆったりのんびりとお楽しみいただける、

～おうち以上の「家族時間」30 時間の団らんステイ～「Family-Time 30」宿泊プランを各ホテルでご用意しました。 

「Family-Time 30」宿泊プランは、ご宿泊の人数に応じて、お隣同士のお部屋や、コネクティングルームなど、ご家族の集いに最適

な複数のお部屋をご用意。また、10:00 のチェックインが可能で、ご到着後すぐにお部屋にご案内いたします。さらに嬉しいご朝食付

き。チェックアウトは、16:00 まで無料延長しますので、のんびりゆったりとお過ごしいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

■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 



～おうち以上の「家族時間」 30 時間の団らんステイ～ Family-Time 30 概要 

 

■プラン期間： ［各ホテル共通］2021 年7 月1 日（木）～8 月31 日（火） 

■プラン内容： 1 泊朝食付き 

■プラン特典： チェックイン 10:00、チェックアウト 16:00 の最大 30 時間滞在 

 各ホテルのプラン特典付き。（特典内容はホテル毎に異なります） 

■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］ 

 

■プラン料金： ホテルによって異なります。（下記、各ホテルプラン概要欄に記載） 

■Family-Time 30 専用 Web サイト・ご予約：https://www.jre-hotels.jp/special/ft/family-time30.html 

   

 

 
東京ステーションホテル 

 
 

「今年の夏休みは近くのホテルで思い出に残る、素敵な家族旅行を。」 

そんな想いが“東京の玄関口”で叶う、最大 30 時間ステイの期間限定特別宿泊プラン。 

壮麗な駅舎と調和するヨーロピアンクラシックに彩られた客室でゆっくりとお過ごしいただける

ほか、お好きなときに館内を探検いただけます。客室廊下には東京駅や丸の内、昔懐かし

いホテルの写真や絵を 100 点ほど展示しております。(チェックイン時に館内ガイドをお渡しし

ます)。 

 

宿泊プランはお客さまに大変人気のアトリウム朝食ブッフェ付き。 

駅舎中央の屋根裏空間という開放的な場所で、名物のエッグベネディクトなどのオリジナリテ

ィあふれる洋食や和食を、お好きなだけお召し上がりいただけます。また、ご滞在のお土産と

しても人気が高いホテルオリジナルグッズ「文豪セット」を人数分プレゼント。 

東京ステーションホテルの滞在という”旅”をじっくり楽しむ、今夏ならではのプランです。 

 

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金 ※消費税・サービス料込 

 

  

 

 

■プラン特典：ホテルオリジナルグッズ「文豪セット」を人数分プレゼント 

 

■ご朝食：アトリウム朝食ブッフェ 

世界最大の旅行情報サイト・トリップアドバイザーによる国内ホテル朝食ベスト 20 におい

て、東京都のホテルで唯一ランクインしている朝食ブッフェ。すべて個々盛りでブッフェテーブル

に並べているので、お客さまは楽しみながらお好きなものをピックアップできます。季節の食材

を使ったオムレツやしらすバターサンドなどのオリジナルメニューから、鶏すき鍋など季節限定の

和食など、バラエティに富んだラインナップ。何度来ても楽しめる、ホテルの朝ごはんです。 

・営業時間：6:30～11:00（L.O.10:30） 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-5220-1111（代表） 

Web サイト：https://www.tokyostationhotel.jp/stay/plans/details/family-time-30/ 

 

 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 2 名様 

［パレスサイドスーペリアツイン・サウスウイングスーペリアツイン］ 
85,134 円 

1 室 3 名様 

[パレスサイドデラックスツイン] 
103,035 円 

 



 
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、皆さまのお越しをお待ちしております。 

 

■プラン特典： 

本プランでは、隣同士の 2 部屋のご手配を確約いたしますので、ご家族でのご利用にぴっ

たりです。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：1 泊朝食付き／2 室料金 ※消費税・サービス料込 

※朝食なし（素泊まり）の場合は 75,900 円～となります。 

 

■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： https://secure.reservation.jp/jrhotel-

m/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?hi_id=86&lang=ja-JP&p_id=82&page=plan 

 

 

 

 

ホテルメトロポリタン（池袋） 
 

池袋駅から徒歩で 3 分に位置するホテルメトロポリタン。新宿まで約 10 分、渋谷まで約

17 分、浅草まで約 30 分、川越まで約 30 分など何処へ行くのも便利。          

また、池袋駅周辺には百貨店、水族館、アミューズメント施設、映画館、アニメ関連施

設、飲食店など多様な施設が立ち並びまた、寺院や神社、歴史的建造物もあります。 

空いた時間に池袋駅周辺を散歩してみるのも楽しくおすすめ。そんな時はホテル前にある停

留所から「IKEBUS」に乗車して周遊するのが便利です。真っ赤な電気バスで見た目もかわ

いくお子さまの夏の思い出作りにぴったりです。今回のプランには「IKEBUS」一日乗車券

（人数様分）、直営レストラン 1,000 円分利用券（人数様分）、ホテル駐車場無料

を付けた池袋を拠点に家族で楽しめる内容です。レストラン利用券はホテル内 6 つの直営

レストランの他、バーやティーラウンジ、ルームサービス、ケーキ、ベーカリーショップでもご利用

いただけます。                                                                    

                                                        

客室タイプ 人数 料金 

チャプター1 キング（40 ㎡）2 室 or チャプター１ ツイン（40 ㎡）2 室 3 名様 83,744 円～ 

チャプター1 キング（40 ㎡）2 室 or チャプター１ ツイン（40 ㎡）2 室 4 名様 88,044 円～ 

チャプター1 ツイン（40 ㎡） 

チャプター1 キング（40 ㎡） 

メズム・ブレックファスト イメージ 



■料金：1 泊朝食付き／1 室料金  ※消費税・サービス料込   

        

 

  

 

 

■プラン特典： 

「IKEBUS」一日乗車券を人数様分プレゼント、直営レストラン 1,000 円分利用券人

数様分プレゼント、ホテル駐車場無料 

 

■ご朝食： 

平日は出来立ての卵料理が味わえるアメリカンブレックファーストまたは焼き魚や煮物 

などが入った和朝食のどちらかをお選びいただけます。また、土日祝日はビュッフェにて 

洋食、和食の両方をご用意しております。 

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。 

・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） 

Web サイト：https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/family_time_30.html 

 

 

ホテルメトロポリタン エドモント 
 

東京の真ん中に位置する、ホテルメトロポリタン エドモント。ホテルから歩いて行ける神楽

坂、飯田橋、水道橋、九段下エリアには、密を避けられる観光スポットが数多くあります。縁

結びのパワースポットとして人気の「東京大神宮」や、新宿山ノ手七福神の一つ「神楽坂 

毘沙門天 善國寺」、緑豊かな「小石川後楽園」や「千鳥ヶ淵」、「北の丸公園」など、ホテ

ルを拠点に東京の魅力を再発見する旅の過ごし方もおすすめです。 

客室は明るい色調のイーストウィングファミリールームで最大 5 名様までお泊りいただけます。

靴を脱いでくつろげるフローリング床なので、ハイハイする赤ちゃんがいても安心。またプラネタ

リウム「HOMESTAR Classic」を設置。ご家族の皆さまで満天の星に包まれて、リラックスタ

イムをお楽しみいただけます。 

さらに食事は、朝食とランチブッフェの 2 食付き。ランチはチェックイン日または翌日のどちらで

もご都合に合わせてお選びいただけます。一面の窓から陽光が降り注ぐ開放的な店内で、

こだわりの料理を思う存分お召上がりいただけます。 

 

■料金：1 泊朝昼 2 食付き／1 室料金 ※消費税・サービス料込 

 

 

 

 

 

■プラン特典： 

・朝昼 2 食付き  

・プラネタリウム「HOMESTAR Classic」貸出し 

・ブルーレイプレーヤー貸出し 

・ホテル駐車場無料 

 

■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

さまの目の前で作る「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。 

・営業時間：6:30～10:00 

 

◎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/familytime30.html 

 

 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 2 名様［ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾂｲﾝ］ 19,000 円 

1 室 3 名様［ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾂｲﾝ+ｴｷｽﾄﾗﾍ゙ ｯﾄ゙ ］ 24,000 円 

1 室 4 名様［ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ］（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾂｲﾝ×2

） 

38,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 3 名様［ｲｰｽﾄｳｨﾝｸﾞﾌｧﾐﾘｰ］ 34,200 円～ 

1 室 4 名様［ｲｰｽﾄｳｨﾝｸﾞﾌｧﾐﾘｰ］ 43,100 円～ 

1 室 5 名様［ｲｰｽﾄｳｨﾝｸﾞﾌｧﾐﾘｰ］ 52,000 円～ 



 
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 分という立地は、密を避けなが

らのチェックインに最適です。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。チェックインの後は、お楽しみ特典を使って話題のお

土産を探したり、ゆったりした街並みの日本橋、丸の内、日比谷エリアの散策をしたり、思い

思いのひとときをお過ごしください。 

 

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金 ※消費税・サービス料込 

 

 

 

 

 

【ご予約例】4名様利用の場合：ツイン2室／5名様利用の場合：ツイン1室・トリプル1室 

※2 室以上のご予約で、同フロアへのご案内を確約いたします。 

 

■プラン特典：お 1 人様 1 泊につき、1,000 円分の東京駅お買物券プレゼント 

■ご朝食：フレンチのコース料理に於いて、味へのこだわりで定評をいただくレストランでのご朝食 

・内容：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） 

・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/30hours-family-stay.html 

 

 

ホテルメトロポリタン 川崎 
 
JR 川崎駅西口より徒歩 2 分のアクセス至便なホテルメトロポリタン 川崎。 

横浜駅へは 1 駅 7 分、品川駅へは 1 駅 8 分の JR 川崎駅に隣接しており、近くには大

型商業施設ラゾーナ川崎プラザや美しい音響を誇るミューザ川崎があります。ホテル内には

ランドリー機能を兼ね備えた宿泊ゲスト専用スペースの「ランドリーラウンジ」、軽い運動に最

適な「ジム」もあり、直営レストランオールデイダイニング「Terrace and Table」のほか、カフ

ェバー、点心・飲茶の店舗もございます。また、金曜日なら毎週開催のジャズライブ

「FRIDAY MUSIC NIGHT」（19:00～60 分間）もお楽しみいただけます。館内には

若手作家によるアートも展示しており、それぞれの個所を巡るのもおススメです。 

（一部、有料スペースのためご覧いただけない場合もございます） 

 

Family -time30 には、ビールのプロフェッショナルがおいしさを追求して造ったクラフトビール

新商品 「キリン SPRING VALLEY 豊潤＜496＞」が 1 室あたり 2 本ついています。豊

潤ながらも後味が綺麗で、飲み飽きない味わいのビールとともに、夏の休日をお過ごしくださ

い。 

 

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金 ※消費税・サービス料込 

 

  

 

■プラン特典： 

キリン SPRING VALLEY 豊潤＜496＞、ビール/350ml 缶 1 室につき 2 本、 

ソフトドリンク 1 本をプレゼント。 

 

■ご朝食： 

オールデイダイニング「Terrace and Table」にて、和洋の朝食ブッフェをご用意しております。 

・営業時間 6:30～10:00 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、提供内容がセットメニューになる場合もございます。 

 

◎お問合せ（読者）TEL：045-533-2121（代表） 

Web サイト：https://kawasaki.metropolitan.jp/stay/plan/family30hours.html 

 

 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 2 名様［ツイン］ 

※2 室より予約受付 

22,000 円 

1 室 3 名様［トリプル］ 27,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 3 名様 ［トリプル 23 ㎡］ 21,510 円～ 



 

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 鎌倉駅東口より徒歩 2 分の若宮大路沿いに位置してお

り、小町通りまで徒歩 1 分、鶴岡八幡宮まで徒歩 5 分と鎌倉散策の拠点に最適です。 

古都鎌倉の風情を引き立てる落ち着いた外観デザインと、旅の疲れを癒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。 

ナチュラルな木目を基調としたシンプルでありながら、細部へのこだわりとゲストへのおもてなし

の心遣いに満ちたお部屋は、全室禁煙で、ゆったりと入れる深めのバスタブと洗い場付きの

バスルームを完備しています。 

 

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金 ※消費税・サービス料込 

 

 

 

 

■プラン特典： 

・2 室ご予約の場合はお隣同士でご用意いたします。 

・観光に便利な「ホテルオリジナル街歩きコース MAP」と 

江ノ電 1 日乗車券「のりおりくん」のご利用ガイドをチェックイン時にプレゼント 

※乗車券は鎌倉駅にてお客さまご自身での購入となります。 

 

■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：https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/family30h.html 

 

   

 ホテルメトロポリタン さいたま新都心  
 

大宮駅の隣駅「さいたま新都心駅」より徒歩1 分の駅近ホテル。 

近隣には鉄道博物館や大宮氷川神社、小江戸川越などご家族でお楽しみいただける観光スポッ

トが数多くあり、埼玉散策の拠点に最適です。ホテルから徒歩３分には大型商業施設

COCOON CITY があり、買い物や映画などがお楽しみいただけます。 

客室はトレインビューが確約されたスーペリアツインルーム。高層階ではない分、近くで電車が走り

去る様子を眺めることができ、鉄道好きのお子様に大変ご好評いただいております。そのほか

Family-Time30 特典として、小学生以下のお子様は添寝・朝食が無料、幼児向けアメニティ(キ

ッズセット)をプレゼント。夏休みはご家族で、のんびりゆったりとホテルステイをお楽しみください。 

 

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金 ※消費税込  

 

 

 

 （ホテルメトロポリタン さいたま新都心はサービス料をいただいておりません。） 

■プラン特典： 

小学生以下のお子様は添寝・朝食が無料、幼児向けアメニティ(キッズセット)をプレゼント。 
 

■ご朝食： 

和洋織り交ぜたビュッフェスタイルのご朝食で 1 日をアクティブに。芳り豊かでまろやかなオリジ

ナルブレンドコーヒーで一息。そしてホテルお薦め「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。その他お子様に人気のメ

ニューも取り揃えたビュッフェスタイルのご朝食をお召し上がりください。 

・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/familytime30_stayplan.html 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 3 名様 

［スーペリアツイン+エキストラベッド］ 
42,900 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 2 名様［スーペリアツイン］ 16,000 円～ 

1 室 3 名様［スーペリアトリプル］ 21,000 円～ 



 

 ホテルメトロポリタン 高崎  
 
群馬県の玄関口「高崎駅」直結でバスプール、タクシープールが目の前と好立地のホテルメトロポ

リタン高崎。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、高崎ホルモンなど、高崎ならではのグルメもお楽しみいただけます。 

新幹線で東京・長野から約 60 分、新潟からは約 80 分。ホテルから徒歩圏内にＧメッセ

群馬、高崎芸術劇場や高崎アリーナなどのイベント会場。高崎高島屋や高崎モントレー、

高崎 OPA などの商業施設、コンビニエンスストアやドラッグストアは徒歩 1 分圏内にござい

ます。群馬県観光の拠点に是非ご利用ください。 

 

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金 ※消費税・サービス料込  

 

 

 

 

■プラン特典：100 タイトルの番組が楽しめる VOD（ビデオ・オン・デマンド）見放題 

 

■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。 

・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.family_time30.html 

 

 

 ホテルメトロポリタン 長野  
 

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。長野を感じさせるテイストを散りばめた客室で 

思い出に残るひとときをお過ごしください。 

 

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金 ※消費税・サービス料込  

 

 

■プラン特典：駐車場代金 1 台分無料 

 

■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。 

・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_Family-Time30.html 

  

 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 3 名様 

［スタンダードツイン+エキストラ］ 
21,000 円 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室３名様［スーペリア ツイン］ 22,800 円～ 

https://takasaki.metropolitan.jp/stay/plan/takasaki.family_time30.html


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。 

 


