
 

 

 

2019年 8月 29日 

日本ホテル株式会社 

ホテルメトロポリタン 川崎 
 

テーマは「出会いと物語の始まる場所」、アート・音楽が楽しめるシティホテル 

ホテルメトロポリタン 川崎 

2020 年 5 月 18 日（月）開業 
～2019 年 11 月 1 日（金）予約開始 / 開業記念宿泊プラン販売～ 

 

「川崎駅西口開発計画」の一環として開業を予定しているホテルメトロポリタン 川崎（運営／日本ホテル株

式会社、代表取締役社長／里見雅行）は、開業日を 2020 年 5月 18日（月）に決定し、今年の 11 月

1 日（金）10:00 より宿泊の予約受注を開始いたします。 

ホテルのテーマは「出会いと物語の始まる場所」。誇るべき伝統と最先端技術が集積する川崎の街で、定期

的な音楽イベントや一部の館内アートを時期で入れ替えをするなど、音楽・アートとの新たな出会いと、そこから

始まる物語を紡いでゆく舞台としてのホテルです。オールデイダイニングを含む 4 店舗のレストラン、ランドリーラウン

ジ、ジムなど付帯施設もあり、「やすらぎと華やぎが出会う場所。」をコンセプトとするメトロポリタンブランドらしいあ

たたかな真心と細やかな心遣いでお客さまをおもてなしいたします。 

■ホテル名：ホテルメトロポリタン 川崎（英語名：HOTEL METROPOLITAN KAWASAKI） 

■住   所：〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1-5 

■開 業 日：2020年 5月 18日(月) 

■宿泊予約開始：2019年 11月 1日（金）10:00～ 

◎宿泊予約 Tel.044-533-2121（11/1 より開通、平日 10:00～17:00、土日祝・年末年始除く） 

□【期間・室数限定】開業記念宿泊プラン～朝食付き～ 

ホテルの開業を記念した宿泊プランを期間限定で販売いたします。 

・ご利用期間：2020 年 5月 18 日（月）～2020年 6月 30 日（火） 

・ご宿泊料金：1室 1名様 15,000円～、1室 2名様 22,000円～（消費税・サービス料込）※料金は日にちによって変動します。 

・ご予約：11/1 10:00 より電話またはウェブ（https://kawasaki.metropolitan.jp/）にて承ります。 

 

 

報道関係各位 
ニュースリリース 

◇ 詳細ページ 目次 ◇ 

客室詳細、付帯施設について(p.2) レストランについて(p.3) ホテル概要(p.4) メトロポリタンブランドについて(p.5) 

 

p.3 ４．レストランについて ５．その他 
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・【詳細資料】 
 

[客室について] 

ベッドは最先端の睡眠科学から生まれた、眠りの質を高めるテクノロジーが息づくベッドシリーズであるシモンズ社の

最高級ブランド「SIMMONS Beautyrest LUXE SERIES」の 8.25 インチコイルを採用。 

テレビは全室 49 型の４K テレビで、ご自宅でくつろぐ際と同じようにご覧いただけるお客さまご自身の ID を利用し

た動画のアプリサービスもご利用いただけます。（例：NETFLIX、YouTube など） 

主な客室タイプ（全 304室） 

部屋タイプ 室数 広さ ベッド幅×ベッド数 

スイートルーム 1 60 ㎡ 140cm×2台 

ツインルーム 97 30～31 ㎡ 120cm×2台 

ダブルルーム ※クイーンサイズベッド 202 23～31 ㎡ 160cm×1台 

ユニバーサルツインルーム 4 30～31 ㎡ 120cm×2台 

※一部のツインルームではエキストラベッドが利用可能です。 

 

 

[付帯施設について] 

快適なホテルステイの実現のため、ランドリーラウンジ、ミーティングルーム、ジムをご用意しております。 

  
 （左）スイートルームイメージ （右）ダブルタイプのバス・洗面台・トイレイメージ 

 

客室は 23㎡以上、全室禁煙、バス・トイレセパレートタイプ（洗い場付きバス）で快適さとゆとりのある設計。 

ホテル館内はインテリアデザイン監修に国内外の幅広い分野で活躍をしている「SUPPOSE DESIGN OFFICE 

Co.,LTD」(主宰・谷尻 誠、吉田 愛)を起用。 

 
ランドリーラウンジ 

□ランドリーラウンジ 

単なるコインランドリースペースにとどまら

ず、大きなテーブルを配置したコミュニケー

ションスペースとして活用できる空間を設

けました。こちらのスペースでは、ご宿泊

以外のお客さまもご利用いただけるワーク

ショップなども計画しております。 

 
ミーティングルーム 

□ミーティングルーム 

ご宿泊のお客さま以外でもご予約が可

能な最大 12 名様までご利用いただける

ミーティングルームをご用意し、様々なシ

ーンでのビジネスをサポートいたします。 

・室数 1室（29 ㎡） 

 
ジムイメージ 

□ジム 

ご宿泊中のリフレッシュを目的としたジムを

ご用意しております。ご宿泊のお客さま専

用スペースで、タオル・ミネラルウォーターの

ご用意がございます。 

・機材 フィットネス機器 4台 
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 [レストランについて] 

フレンチ・イタリアン・中華・アジア料理など、様々なテイストをお楽しみいただける直営レストランをはじめ、本格中

華施設、カフェ施設、洋食レストラン施設を合わせた全４店舗を展開いたします。 

 

□「Terrace and Table」(2 階)【ホテル直営】 

「ライブ感と活気に満ちた食のシーン」 をテーマとしたオールデイダイニングのブッフェレストラン「Terrace and Table」。

オープンキッチンでライブ感が楽しめる店内では、フレンチ、イタリアン、中華、アジアなど様々な味の航海が楽しめ、各

国を旅する気分で味わうブッフェ料理“Voyage Buffet”(ボヤージュ ブッフェ)を提供いたします。 

また、テラス席では、ワンプレートディッシュやホテルならではのアウトドアグルメも楽しめるほか、個室では正餐のコース料

理も提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・店名：「Terrace and Table（テラス アンド テーブル）」 

・営業時間：6:30～22:00 

・席数：120席（個室 1室、10名様まで。テラス 5 テーブル、20名様まで。） 

・メニュー ※価格は消費税・サービス料込（ブッフェはサービス料をいただいておりません） 

［店 内］朝食ブッフェ 2,500円、ランチブッフェ 2,980円～、ディナーブッフェ 4,500円～ 

［テラス席］ランチメニュー1,800円～、ディナーメニュー4,000円～ 

［個 室］ランチコース 5,000円～、ディナーコース 10,000円～ ※別途個室料金をいただきます。 

・予約開始日 4月 1日より予約開始いたします。 

         電話 044-533-1129 （2020年 4月 1日 ㈬ 10:00より開通、平日 10:00～17:00のみ受付） 

         ウェブ https: //kawasaki.metropolitan.jp/restaurant 

 

料理長：小林 明（こばやし あきら） 

 

［プロフィール］ 

1985 年 ホテルニューオータニ入社。世界的な老舗フレンチレストラン「トゥールダルジャン

東京」、イタリアンレストラン「ベルヴュー（現：ヴェッラ・ヴィスタ）」料理長を経て 2005

年 2 月よりホテルメトロポリタン イタリアンレストラン「フィオレンティーナ」料理長を務める。

2007 年 9 月、キュイジーヌ「エスト」、ダイニング＆バー「オーヴェスト」両店の料理長に。

2016年 11月よりオールデイダイニング「クロスダイン」の料理長に就任。2019年 1月よ

りホテルメトロポリタン 川崎の料理長に就任。 

 

 

その他レストラン施設 

1階には、点心、スイーツ、飲茶を中心に美味しさと健康を追及した中国料理の施設、２階ロビー内には、コーヒーや

ビール、カクテルなどをお楽しみいただけるカフェ施設、２階ホテル建物外にも、子供から大人まで幅広い年代の方にご

利用いただける洋食レストランの施設を予定しております。 
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[ホテル概要] 

フロア構成 

1 階＝エントランス、車寄せ、レストラン 1 店舗（中華） 

2 階＝エントランス、ロビー、フロント、レストラン 3 店舗（オールデイダイニング「Terrace and Table（テラス ア

ンド テーブル）」、ロビーカフェ、洋食） 

3 階～16 階＝客室 304 室（3 階にはジム、ランドリーラウンジ） 

 

メトロポリタンホテルズとして初の取り組み 

JR ホテルメンバーズ会員向けのサービスとして、自動チェックイン機を導入いたし

ます。会員情報が登録された交通系 IC カードをカードリーダーにかざすか、  

会員番号を入力することで、お客さまのご予約内容が画面に表示され、カード

キーが発行されます。 

■「JR ホテルメンバーズ」概要 

「JRホテルメンバーズ」は、各地の JR グループ会社が運営する、JR東日本ホテルズ、JR東海ホテ

ルズ、JR 西日本ホテルズ、JR 九州グループホテルが加盟するホテルの会員プログラムです。北海

道から九州・沖縄まで、各地の魅力を体験できる地域に根付いたホテルが加盟しています。 

「Suica」や「TOICA」、「ICOCA」、「SUGOCA」等の指定交通系 IC カードを会員証として登録

でき、おトクな特典や便利なサービスがご利用いただけます。 

○JR ホテルメンバーズ公式ホームページ （https://www.jrhotel-m.jp/） 

 

ホテルまでのアクセス 

・JR川崎駅（東海道線・南武線・京浜東北線）西口より徒歩 2分、 

 京急川崎駅より徒歩 9分 

・羽田空港(東京国際空港)から 21 分  

(京急空港線エアポート急行 12分→京急川崎駅より徒歩 9 分) 

・成田国際空港から 78 分 

 (JR成田エクスプレス 67分→品川乗換え→JR東海道線 8分 

→JR川崎駅西口より徒歩 2分） 

 

 

 

 

自動チェックイン機 
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【参考資料】 メトロポリタンホテルズ ブランドコンセプトについて 

 

やすらぎと華やぎが出会う場所。 
 

風土とは元来、移ろう四季から生まれる地の生命力を意味し、 

やがてはそこで生まれる歴史や文化をも表すようになりました。  

 

東京を始めとする大都市を擁し、風光明媚な自然も抱く東日本。 

その多様な風土とともにホテルメトロポリタンの歴史は続いてきました。  

 

活気ある都市の空気、長く受け継がれてきた文化、 

厳選した食材を用いた心に残る料理の数々。 

その地方、その地域ならではの豊かさを提供することで、  

ここでしか出会えない喜びをホテルメトロポリタンはお届けします。  

 

そして、洗練された佇まいと美意識でお客さまをお迎えし、 

あたたかな真心と細やかな心遣いでお客さまをもてなします。  

華やぎとやすらぎが息づく空間の中で 

満ち足りたひとときをどうぞお過ごしください。  

 

◇メトロポリタンホテルズ一覧および今後の開業予定  

  名  称 客室数 運営会社 

1 ホテルメトロポリタン 807 

日本ホテル株式会社 

2 ホテルメトロポリタン エドモント 668 

3 ホテルメトロポリタン 丸の内 343 

4 ホテルメトロポリタン さいたま新都心 157 

5 
2020年 5月 18日開業予定 

ホテルメトロポリタン 川崎 
304 

6 
2020年 4月 24日開業予定 

ホテルメトロポリタン 鎌倉 
138 

7 ホテルメトロポリタン 高崎 141 株式会社ホテルメトロポリタン高崎 

8 ホテルメトロポリタン 長野 235 株式会社ホテルメトロポリタン長野 

9 ホテルメトロポリタン 仙台 295 

仙台ターミナルビル株式会社 

10 ホテルメトロポリタン 仙台イースト 282 

11 ホテルメトロポリタン 山形 116 

12 
2020年内開業予定 

ホテルメトロポリタン 山形（増築） 
108 

13 ホテルメトロポリタン 盛岡 191 
盛岡ターミナルビル株式会社 

14 ホテルメトロポリタン 盛岡ニューウイング 121 

15 ホテルメトロポリタン 秋田 115 

秋田ステーションビル株式会社 
16 

2021年春開業予定 

ホテルメトロポリタン 秋田（増築） 
130 

既存ホテル       12施設・総客室数 3,471室 

新規開業予定含む 16施設・総客室数 4,151室予定 

 


