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メトロポリタンホテルズ（8 施設）・JR 東日本ホテルメッツ（24 施設） 

32 ホテルのホテル暮らしを提案。 

30 泊定額のサブスクリプションサービス 

“PASSPORT30 ホテル定期券”を販売開始。 

「東京ステーションホテル」または「メズム東京、オートグラフ コレクション」1 泊特典付き。 
 

 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、3 月

24 日（水）12:00 より、テレワークやワーケーション、ステイケーションなど、コロナ禍における様々なニーズにお応えし、新たなサブスク

リプションサービス『PASSPORT30 ホテル定期券』の販売を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『PASSPORT30 ホテル定期券』は 30 泊定額で、当社が展開するホテルブランド「メトロポリタンホテルズ（8 施設）」「JR 東日

本ホテルメッツ（24 施設）」の 32 ホテルから、お好きなホテルをお選びいただける新たな「ホテル暮らし」を提案するサブスクリプション

型のサービスです。1 泊ごと毎日ホテルを変えることも 30 泊ずっと同じホテルでご滞在することも可能です。 

さらに特典として、当社が展開するラグジュアリーホテルブランド「東京ステーションホテル」または「メズム東京、オートグラフ コレクショ

ン」に 30 泊定額の期間中 1 泊ご滞在いただけます。 

 
「PASSPORT30 ホテル定期券」概要 

 

■販売数： 100 名様限定 （先着） 

■販売開始： 2021 年 3 月 24 日（水）12:00 より 

■宿泊期間： 2021 年 4 月 1 日（木）～ 5 月 30 日（日）のチェックアウトまで  

 利用開始日は 2021 年4 月1 日から 4 月30 日のうち定期券購入者が宿泊を開始したいずれかの日とし、 

 利用期間は利用開始日から 30 日間となります。 

■料金： 30 泊定額 20 万円（税金・サービス料込み） 

■購入方法： 『PASSPORT30 ホテル定期券』お申込み Web サイトより 

 https://www.jre-hotels.jp/special/teikiken/passport30.html 

 

2021 年 3 月 23 日 

PASSPORT30 

ホテル定期券（冊子） 



■特典： ・「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」のいずれかに 30 泊定額期間中 1 泊のご利用。 

 ・JR ホテルメンバーズポイント「10,000pt」をプレゼント。 

 ・メトロポリタンホテルズの直営レストラン 20％割引券プレゼント。 

※ホテルメトロポリタン 鎌倉は除く。また、ご利用は滞在期間・滞在ホテルに限る。 

 ・同伴者 1 名様まで無料。 

 

■予約方法： 専用予約 Web サイトでのオンライン予約。 

 ただし、「東京ステーションホテル」及び「メズム東京、オートグラフ コレクション」については電話予約で承ります。 

  

■利用の流れ：  １．お申込み手続き完了後に「PASSPORT30 ホテル定期券（冊子）」が郵送にて届く。 

  ２．JR ホテルメンバーズ（入会金・年会費無料）に入会。 ※ご利用には JR ホテルメンバーズの入会が必須です。 

 ３．専用予約 Web サイトよりご希望のホテルを予約。 

 ４．ホテルにチェックイン、 「PASSPORT30 ホテル定期券（冊子）」をフロントに預ける。 

 

■対象ホテル： 「メトロポリタンホテルズ（8 施設）」「JR 東日本ホテルメッツ（24 施設）」の計 32 施設、  

 「東京ステーションホテル」または「メズム東京、オートグラフ コレクション」 のいずれか 1 泊。 

 

 【東京都】 ホテルメトロポリタン（池袋） JR 東日本ホテルメッツ 五反田 

  ホテルメトロポリタン エドモント JR 東日本ホテルメッツ 高円寺 

  ホテルメトロポリタン 丸の内 JR 東日本ホテルメッツ 武蔵境 

  JR 東日本ホテルメッツ 渋谷 JR 東日本ホテルメッツ 国分寺 

  JR 東日本ホテルメッツ 目白 JR 東日本ホテルメッツ 立川 

  JR 東日本ホテルメッツ 駒込 JR 東日本ホテルメッツ 赤羽 

  JR 東日本ホテルメッツ 田端 JR 東日本ホテルメッツ 東京ベイ新木場 

  JR 東日本ホテルメッツ 秋葉原 

   

  「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」 ※30 泊定額期間中いずれか 1 泊 

 

 【神奈川県】 ホテルメトロポリタン 川崎 JR 東日本ホテルメッツ 横浜 

  ホテルメトロポリタン 鎌倉 JR 東日本ホテルメッツ 横浜桜木町 

  JR 東日本ホテルメッツ 川崎 JR 東日本ホテルメッツ 溝ノ口 

  JR 東日本ホテルメッツ 横浜鶴見 JR 東日本ホテルメッツ かまくら大船 

 

 【埼玉県】 ホテルメトロポリタン さいたま新都心 JR 東日本ホテルメッツ 浦和 

 【千葉県】 JR 東日本ホテルメッツ 船橋 JR 東日本ホテルメッツ 津田沼 

 【群馬県】 ホテルメトロポリタン 高崎 

 【長野県】 ホテルメトロポリタン 長野 

 【茨城県】 JR 東日本ホテルメッツ 水戸 

 【栃木県】 JR 東日本ホテルメッツ 宇都宮 

 【北海道】 JR 東日本ホテルメッツ 札幌 

  

■注意事項： ※ご利用にあたっては「JR ホテルメンバーズ（入会金・年会費無料）」への入会が必要です。（新規入会 OK） 

 ※ご利用は本人限定となります。（同伴者 1 名様まで可能） 

 ※ご利用にあたっては「PASSPORT30 ホテル定期券（冊子）」が必要です。 

 ※チェックイン時に本人確認を行う場合がございます。 

 ※本サービスの利用開始日は 2021 年4 月1 日から 4 月30 日のうち定期券購入者が宿泊を開始したいずれかの日とし、 

 本サービスの利用期間は利用開始日から 30 日間となります。 

 ※本プランは Go To トラベル事業対象外となります。 

 ※部屋タイプや位置の指定は承りかねます。またご利用は 1 日 1 回 1 室までとなります。 

 ※お部屋の清掃については、3 日に一度となります。タオルやナイトウエアは毎日交換いたします。 

 ※本プランには、朝食、駐車場料金は含まれません。 

 ※各ホテルのお部屋の空き状況によりご利用いただけない場合がございます。 

 ※JR ホテルメンバーズの通常ポイント（宿泊 100 円につき 5pt）の付与はいたしません。 

 ◎詳細は Web サイトよりご確認いただけます。https://www.jre-hotels.jp/special/teikiken/passport30.html 

 

◎お問い合わせ（読者）：「PASSPORT30 ホテル定期券 事務局（ホテルメトロポリタン宿泊予約）」 TEL.03-3980-7600  

 

 

 

 

 

■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 



 
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。 

 



■JR ホテルメンバーズ基本概要 
「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、JR 四国ホテルズ（一部）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。また、「JR ホテルメンバーズ」アプリをダウンロードいただくとご自身のスマートフォンを会員証化する「アプリ会員証」の登録ができ、指定交

通系 IC カードとの併用も可能です。 
 

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

（１）Suica・TOICA・ICOCA・SUGOCA 等が会員証に 

 指定 10 社の交通系 IC カードを「JR ホテルメンバーズ」の会員証としてご登録いただけます。 

※「JR ホテルメンバーズ」アプリでの「アプリ会員証」と併用してご利用いただけます。 

※指定 10 社の交通系 IC カードをお持ちでない場合には、ホテルで会員証を発行いたします。 

（２）入会金・年会費：無料 

（３）会員登録方法： 

 ①パソコンやスマートフォンなどから公式ホームページにアクセスすることで、 

新規会員登録ができます。 

②対象ホテル・レストランにて、入会申込書に必要事項をご記入のうえお申込みください。 

③アプリをダウンロードしていただくことで、新規会員登録ができます。 

（４）ご登録いただける交通系 IC カード一覧 

 

 

 
 

■JR ホテルメンバーズ会員特典 

 （１）ポイントがたまる！使える！ 

対象ホテル・レストランのご利用金額 100 円（税別）につき、3～10pt の「JR ホテルメンバーズポイント 

（JRHM ポイント）」がたまります。（※公式サイトまたはお電話での予約・直接来館でのご利用に限ります） 

たまったポイントは、対象ホテル・レストランのご利用金額に充当できます。 

（２）スマートチェックイン 

会員登録した指定交通系 IC カード・アプリのタッチで、簡単にチェックイン！お手続きは宿泊カードへの署名のみで OK。 

（３）会員専用宿泊特別プラン・割引料金 

JR ホテルメンバーズ会員さま専用の特別宿泊プランをはじめ、おトクな料金でご利用いただけます。 

また、JR 西日本ホテルズでは、一部のレストランで割引料金にてご利用いただけます。 

（４）レイトチェックアウトサービス 

チェックアウトの時間を正午(12:00)まで無料でご延長いただけます。 

 

 

 

 

 JR 東日本 Suica 利用承認第 69 号  「Suica」「JRE POINT」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

（日本ホテル株式会社 許諾） 

 ㈱パスモ商標利用許諾済第 83 号  「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。 

 JR 北海道 Kitaca 利用承認第 9 号  「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

 JR 東海 TOICA 利用承認第 10 号  「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

 ㈱ｴﾑｱｲｼｰ商標利用許諾済第 16 号         「manaca(ﾏﾅｶ)」は㈱ｴﾑｱｲｼｰ及び㈱名古屋交通開発機構の登録商標です。 

・㈱名古屋交通開発機構利用許諾第 13－001 号  

 JR 西日本 ICOCA 利用許諾済  「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

 ㈱スルッと KANSAI 商標使用許諾 20120010 号 「PiTaPa」は㈱スルッと KANSAI の登録商標です。 

 JR 九州 SUGOCA 利用承認第 10 号  「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

 ㈱ニモカ nimoca 利用承認第 10 号  「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。 

 福岡市交通局はやかけん利用承認済  「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。 

 

※ 当該承認は、各鉄道会社及び㈱パスモ・㈱ニモカが、本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。 

※ IC カード発行事業者の都合により、予告なく IC カードが交換されることがあります。 

別紙 


