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“会いたい想い”や“会う喜び”を応援！ 

～会いたいをのせて～宿泊プランを展開。 
「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 ホテル）」 

2021 年 11 月 10 日（水）～ 2022 年 3 月 31 日（木） 
 

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、コロ

ナ禍で帰省や旅行、ご友人との集まりなど、人と人との直接的な出会いが少ない日々が続きましたが、ようやく感染の落ち着きが

見えてきた今、これまで叶わなかった“会いたい想い”や“会う喜び”のステージとして、“～会いたいをのせて～宿泊プラン”を「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 ホテル／池袋・エドモント・丸の内・川

崎・鎌倉・さいたま新都心・高崎・長野）」にて販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇プラン概要 

■プラン期間： 2021 年 11 月 10 日（水）～ 2022 年 3 月 31 日（木） 

■対象ホテル： 〇東京ステーションホテル 

 〇メズム東京、オートグラフ コレクション 

 〇メトロポリタンホテルズ（対象 8 ホテル） 

 ホテルメトロポリタン（池袋）、ホテルメトロポリタン エドモント、ホテルメトロポリタン 丸の内、ホテルメトロポリタン 川崎、 

 ホテルメトロポリタン 鎌倉、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 高崎、ホテルメトロポリタン 長野 

■内容・料金： ホテルにより異なります。（詳細次ページ以降） 

■Web サイト：https://www.jre-hotels.jp/special/an/aitaiwonosete.html 

 

 
 

2021 年 11 月 10 日 

■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:pr@nihonhotel.com 

〒171-8505 東京都豊島区西池袋一丁目 6 番 1 号 

会うことがチカラになり、気持ちがあったまって、笑顔がひろがっていく。そんなみんなの“会いたい想い”をつなぎます。 



 
プラン概要 

                                 

東京ステーションホテル 
 
 

【東京エキナカステイクーポン付き】 

「会いたいをのせて」～東京駅の想い出とともに～  

“大切な方に「会いたい」。そんなあたたかい気持ちを東京駅で紡ぎませんか“ 

東京駅のエキナカなどで利用できる 3,000 円分のクーポンがついております。 

話題の飲食店でこだわりの逸品を味わったり、「会いたい」方が喜ぶ顔を想像しな

がら東京駅限定のお土産を購入したり、遠方からお越しの方はもちろんのこと近隣

にお住いの方にもおすすめです。 

お部屋タイプは駅舎の美しさを間近に感じられるドームサイドや丸の内の景観を眺

められるパレスサイドなど、幅広くラインナップ。大切な方に想いを馳せながら記憶に

残るひとときをお過ごしいただけます。 

 

■期間： 2021 年 11 月 10 日～2022 年 3 月 31 日まで 

■特典：・東京エキナカステイクーポン  

おひとり様 1 泊につき 3,000 円分(1,000 円券×3 枚) 

※有効期限はプランのチェックアウト日まで 

 

■料金：1 泊朝食なし／1 室料金 ※税金・サービス料込 

 

 

 

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金 ※税金・サービス料込 

 

 

 

◎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/aitai/ 

 

 
メズム東京、オートグラフ コレクション 

 

魔法にかかったような心躍るひとときを 

～「会いたいをのせて」最大 30 時間ステイ朝食付きプラン～ 

 

懐かしい仲間や大切な人との笑顔あふれるひとときを、遊び心と“ワクワク”がぎゅっと詰

まったメズム東京で過ごしてみませんか。10時チェックイン、16時チェックアウトで最大30

時間のステイが叶う、大切な人とのかけがえのないひとときをごゆっくりとお過ごしいただける

宿泊プランをご用意しました。 

あらゆるところに五感に響く新しさがあり、東京の波長が感じられるホテル「メズム東京、

オートグラフ コレクション」。情緒あふれる浜離宮恩賜庭園と東京のウォーターフロントを

一望する竹芝に位置し、都心にいながらリゾート気分を満喫できます。ゆったりとした

40 ㎡の広さの客室には、ハンドドリップで楽しむ猿田彦珈琲のオリジナルブレンドコーヒ

ー、茶筅で点てる本格的な抹茶、スピーカーとしても使える本格的なデジタルピアノや、

旅気分を盛り上げるアメニティなど、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、オープンキッチンのライブ感あふれるフレンチレストラン「シェフズ・

シアター」にてご堪能ください。思い出を語り合う大切なひとときの演出を、心を込めてお

手伝いいたします。 

 

ご利用人数 料金 

1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

39,915 円～ 

49,440 円～ 

ご利用人数 料金 

1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

44,535 円～ 

58,680 円～ 

東京ステーションホテルが位置する東京駅舎 イメージ 

ドームサイドコンフォートキング イメージ 

レストラン「シェフズ・シアター」 イメージ 

チャプター1 ツイン イメージ 

チャプター1 ツイン イメージ 



■最大 30 時間ステイ 

10:00 からのチェックイン、チェックアウトは 16:00 まで無料延長の特典付き。 

■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。 

 

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金  ※税金・サービス料込 

 

 

 

 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-5777-1111（代表） 

Web サイト： https://bit.ly/3vWDPiT 

 

 

ホテルメトロポリタン（池袋） 
 

 
「会いたいをのせて」 ～シーンに合わせた 3 つのプランをご用意しました。 

 

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、「会いたい」人との

シーンに合わせた 3 つのプランをご用意しました。ホテルで一緒に過ごす方、会いに行く

方、経由地として利用される方など様々なシーンに応じてご利用いただけます。 

 

1.【友達やご家族におすすめ】 

「会いたいをのせて」24H おこもりステイ～お部屋で乾杯♪  

大人な過ごし方～豪華 4 つの特典付き 
 

■4 つの特典 

①24 時間滞在可能（13:00～20:00 までにチェックインした場合） 

②1 室 1 泊につき 5,000 円分の館内直営レストラン利用券をお渡しいたします。

（ルームサービス利用可） 

③おひとり様につき 3 種類のアルコール飲料をお部屋の冷蔵庫にご用意 

④駐車場無料（滞在中は何度でもお車は出入り可能です。） 

※ご朝食付きはおひとり様プラス 2,500 円でご利用いただけます。 

 

■料金：1 泊素泊まり／1 室料金  ※税金・サービス料込 

◎お部屋タイプはスタンダード、スーペリア、和洋室（2～5 名様） 

  

Web サイト： 

https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/okomori_stay.html 

 

 

2.【おひとり様やご夫婦におすすめ】 

「会いたいをのせて」お部屋でゆったり～日本料理に舌鼓♪ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

１室 1 名様［チャプター１(40 ㎡) キング/ツイン］ 49,841 円～ 

1 室 2 名様［チャプター１(40 ㎡) キング/ツイン］ 54,142 円～ 

ご利用人数 料金 

1 室 1 名様 16,500 円～ 

1 室 2 名様 21,000 円～ 

1 室 3 名様 29,001 円～ 

「メズム・ブレックファスト」 イメージ 

https://bit.ly/3vWDPiT
https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/okomori_stay.html


選べるディナー＆お酒・朝食付きプラン 

 

・お部屋でディナー（日本料理「花むさし」と四季彩茶寮「旬香」のメニューからお選びいただけます。） 

・夕食時のお酒付き（お酒は数種類からお選びいただけます。） 

・オールデイダイニング「クロスダイン」での朝食付き 

 

■料金：1 泊 2 食付き／1 室料金  ※税金・サービス料込   

       

 

 

◎お部屋タイプはスーペリアシングル・ダブル・ツイン 

 

Web サイト：https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/japanese_dinner_drink&breakfast.html 

 

3.【カップルにおすすめ】 

「会いたいをのせて」夕食はお部屋でホテルメイドの和洋選べる一段重♪夕食＆朝食付きプラン 

 

・お部屋でディナー（日本料理「花むさし」とダイニング＆バー「オーヴェスト」のメニューからお選びいただけます。） 

・オールデイダイニング「クロスダイン」での朝食付き 

 

■料金：1 泊 2 食付き／1 室料金   ※税金・サービス料込 

 

       

 

 

◎お部屋タイプはスーペリアシングル・ダブル・ツイン 

※1 名様でもご利用いただけます。 

Web サイト：https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/dinner_box&breakfast.html 

 

 

 

ホテルメトロポリタン エドモント 
 
 

「会いたいをのせて」 とっておきの思い出をカタチに残すフォトパネル付き宿
泊プラン（朝食付き） 
 

久しぶりに会えた喜びや、大切な人との笑顔あふれるひとときなどを切り取った、とってお

きの写真でパネルを作れるフォトパネルサービス付きの宿泊プランをご用意しました。ご

自身のインスタグラムの写真を手のひらサイズの 9 枚のパネルにしてお届け。旅行から

帰った後もその素敵な思い出を、ご自宅でインテリアとして飾っていつまでもお楽しみい

ただけます。 

東京の真ん中に位置する、ホテルメトロポリタン エドモントは 3 駅 8 路線が交差するア

クセス至便なホテル。ホテルをベースに東京観光を楽しんだり、懐かしいお仲間とホテル

で落ち合ったりと、思い出に残る旅の拠点に最適です。客室は今年 4 月にリニューアル

したばかりの「エドモントスーペリア」と、最大 5 名様までお泊りいただける「イーストウィン

グファミリー」からお選びいただけます。ご家族や三世代、カップル、お友達同士、ゆったり

としたくつろぎのひとときをお過ごしください。 

 

■特典： 

・フォトパネルサービス「bit for Instagram［ヤマゼンコミュニケイションズ㈱］」 

（7×7cm の写真パネル 9 枚分＋送料込）ご利用チケット付き 

ご利用人数 料金 

1 室 1 名様 13,500 円～ 

1 室 2 名様 22,500 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 1 名様 11,700 円～ 

1 室 2 名様 18,000 円～ 

https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/japanese_dinner_drink&breakfast.html
https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/dinner_box&breakfast.html


*ご利用にはインスタグラムのアカウントが必要になります。 

・無料レイトチェックアウト 13:00 まで（通常 12:00 のところ） 

・ダイニング・カフェ「ベルテンポ」での朝食ブッフェ付き 

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金 ※税金・サービス料込 

 

 

 

 

■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。 

 

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-3237-1111（代表） 

Web サイト：https://edmont.metropolitan.jp/stay/plan/aitai.html 

 

 
ホテルメトロポリタン 丸の内 

 
 

「会いたいをのせて」～想いの日々をリセット～ 
 

積もり積もった想いの日々はここでリセット。 

振り返れば懐かしい時間を忘れる程の尽きない話、心からの笑顔、そんな久しぶりの

再会を心ゆくまで楽しめる２食付きのプランをご用意しました。季節の食材を匠の技

で仕上げたディナーコースは、思い出を鮮やかに彩ります。おなかも心も満たされる格

別のひとときを煌めく夜景と共にお過ごしください。 

 

■プラン名：「会いたいをのせて」～想いの日々をリセット～ 

■期間：2021 年 11 月 10 日（水）～2022 年 3 月 31 日（木） 

※除外日：12 月 11 日、12 月 18 日～26 日、12 月 31 日～1 月 3 日 

 

■料金：１泊２食付き／1 室料金 ※税金・サービス料込 

ご利用人数 料金 

1 室 1 名様（ステーションサイドクイーン） 38,100 円～ 

1 室 2 名様（トレインビューツイン） 57,000 円～ 

1 室 2 名様（エグゼクティブコーナーツイン） 59,900 円～ 

 

■特典：1.Dining & Bar TENQOO 「季節のフレンチディナーコース」 

2.選べるドリンク 3 杯（ご夕食時） 

3.ご朝食 “The TENQOO Premium Breakfast” 

 

【夕食のご案内】 

内容：季節のフレンチディナーコース 

選べるドリンク 3 杯：スパークリングワイン、白・赤ワインなど 

場所：Dining & Bar TENQOO（テンクウ）（27F） 

時間：チェックイン当日の 17:00～／17:30～／18:00～より選択制 

※ご夕食は 1 名様 14,500 円（消費税・サービス料込）にてご追加いただけます。 

ご追加の際は宿泊のご予約後、事前にお電話にて空席状況をご確認ください。 

Dining & Bar TENQOO（03-3211-0141） 

 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室2 名様  
[ｴﾄﾞﾓﾝﾄｽｰﾍﾟﾘｱ] 17,700 円～ 

[ｲｰｽﾄｳｨﾝｸﾞﾌｧﾐﾘｰ] 20,700 円～ 

1 室 3 名様 [ｲｰｽﾄｳｨﾝｸﾞﾌｧﾐﾘｰ] 26,100 円～ 

1 室 4 名様 [ｲｰｽﾄｳｨﾝｸﾞﾌｧﾐﾘｰ] 31,500 円～ 

1 室 5 名様 [ｲｰｽﾄｳｨﾝｸﾞﾌｧﾐﾘｰ] 36,900 円～ 

ステーションサイドクイーン イメージ 

トレインビューツイン イメージ 

Dining & Bar TENQOO イメージ 



【朝食のご案内】 

内容：和洋ビュッフェ“The TENQOO Premium Breakfast” 

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の感染拡大状況により、酒類提供の休止および営業内容を 

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/aitaiwo_nosete.html 

 
 

 

ホテルメトロポリタン 川崎 
 
 

【1 泊 2 食＆お土産付き】 

大切な人との滞在応援プラン「会いたいをのせて」 

～ホテルでの思い出を持ち帰るプレゼント付き 

 

人に直接会う機会が減っている今、帰省や旅行、ビジネスなど生活のあらゆるシーンで

人と人との出会いをお手伝いしてきたＪＲグループが、皆さまの大切な人に“会いたい

想い”や“会う喜び”を思い出していただけるプロモーションを実施。 

ホテルメトロポリタン川崎では、“会う喜び”を応援するプランを販売しております。 

 

にぎやかで楽しいディナーブッフェ、すがすがしい店内で頂く朝食ブッフェがつき、さらには館

内にちりばめられたアートを楽しんだ思い出をお持ち帰りできる、アートをモチーフとした開

業1 周年記念コースター3 枚組をプレゼント。 

無料のゲームやパソコンなどが設置してある宿泊者限定のランドリーラウンジ、おススメした

い動画などが一緒に見られるテレビのアプリケーションなども滞在時の過ごし方としておすす

めです。 

 

■期間： 11 月 10 日（水）～2022 年 3 月 31 日（木）  

※12 月 23 日～12 月 25 日、12 月 31 日～1 月 3 日は除外 

 

■料金：１泊２食付き／1 室料金 ※税金・サービス料込 

ご利用人数［客室タイプ］ 平日 土曜・休前日 

1 室 2 名様［スタンダードツイン］ 33,400 円～ 39,400 円～ 

 

■プラン特典： 

・Terrace and Table でのディナーブッフェ （お席は 18:00 にてご用意いたします。） 

・ご朝食 6:30～10:00  

「Terrace and Table」にて朝食ブッフェをお召し上がりいただけます。 

・ホテルメトロポリタン川崎オリジナルコースター 3 枚 1 組を 1 室につき 1 セットをプレゼント 

 

◇開業 1 周年記念コースターについて 

 

 

 

 

 

 

 

ホテルメトロポリタン川崎のテーマは「出会いと物語の始まる場所」。 

アートとの出会いとして、館内の一部のアートを年 5 回入れ替えしております。 

2021 年 5 月に開業 1 周年を迎えるにあたり、ジムの壁のアートを創作した平川恒太氏が 2021 年 3 月～5 月の入れ替えアートを担当し

設置した作品を、ホテルオリジナルのコースターとして作成しました。日常で気軽に触れることができるアートとして、好評を博しています。 

3 枚 1 組セット 2,400 円（税込）※フロントにて販売中 

 

ホテルメトロポリタン川崎 オリジナルコースター 

スタンダードツイン イメージ 

https://marunouchi.metropolitan.jp/stay/plan/aitaiwo_nosete.html


ご予約・お問合せ（読者）：TEL：044-533-1111（ホテル代表） 

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

 

  

ホテルメトロポリタン 鎌倉 
 

 

会いたい人との滞在を応援 ～会いたいをのせて 連泊割プラン～ 

 

ホテルメトロポリタン 鎌倉では旅先の拠点にご利用しやすいように、2連泊以上でお得

に泊まれる割引プランをご用意しました。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。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 分です。 

是非、ホテルを拠点に鎌倉をごゆっくりとお楽しみください。 

 

■料金：1 泊（素泊まり）／1 室料金 ※税金・サービス料込 

 

 

※上記は１泊あたりの料金であり、2 泊以上でご予約いただけます。 

 

◎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/aitai.html 

 

 

  

 ホテルメトロポリタン さいたま新都心  
 
 
【会いたいをのせて～想いをつないで走る～】トレインビューステイ～ 
 

ホテルメトロポリタンさいたま新都心では“会いたい想い”や“会う喜び”を思い出すお手

伝いをいたします。 

近隣には大宮氷川神社や鉄道博物館、小江戸川越など観光スポットが数多くあ

り、会いたかった人との埼玉観光はいかがでしょうか。徒歩圏内には大型商業施設

「COCOON CITY」があり、買い物や映画などがお楽しみいただけます。客室は上質

感あふれ、大きなシモンズベッドで快適な眠りを追求。夜は 24 時までロビーの吹き抜

け 360 度にプロジェクションマッピングを投映し、皆様を非日常空間へ誘います。会い

たい大切な人とゆったりとお過ごしください。 

 

【うれしいおもてなし特典】 

特典 1： 

次から次へと電車が往来するさいたま新都心駅を 

お部屋から楽しめるトレインビューの客室確約。 

特典 2： 

ゆったりとお過ごしいただけるよう、 

チェックアウトを 12:00 まで無料延長。 

 

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金 ※税込  

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

1 室 1～2 名様 

［ダブルルーム］ 
13,940 円～ 

1 室 1～2 名様 

［ツインルーム］ 
23,715 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 



（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。） 

 

 

■ご朝食 

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。その他和洋織り交ぜたビュッフェスタイルのご朝食を是非お召し上がりください。 

 

◎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/aitaiwonosete.html 

 

 

 ホテルメトロポリタン 高崎  
 
 
【朝食付き】会いたいをのせてキャンペーン【シンプルプラン】 

 

【ＪＲ高崎駅西口に直結】感染が落ち着いてきた今だからこそ… 

 

群馬県産食材を中心に提供する直営レストランはもちろん、徒歩圏内にも多数の飲

食店があり、帰省や大切な方との再会の旅におすすめの当ホテルをぜひご利用くださ

い。 

 

■ホテルメトロポリタン高崎は JR 高崎駅直結■ 

新幹線で東京まで約 60 分、軽井沢まで約 20 分、大宮まで約 30 分。 

長野まで約 60 分、新潟まで約 80 分、金沢まで約 110 分。 

 

ホテルからの徒歩圏内に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。商業施設の高崎高島屋や高崎モントレー、高崎 OPA などもございます。 

コンビニエンスストアやドラッグストアも徒歩 1 分圏内。 

高崎駅東口には大型家電量販店もあります。 

 

■料金：1 泊朝食なし／1 室料金 ※税金・サービス料込  

 

 

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金 ※税金・サービス料込 

 

 

 

■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。 

 

・場所 ： レストラン「ブラッスリー・ローリエ」 

・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/meet_simple_bf.html 

 

 

 ホテルメトロポリタン 長野  
 

 

【1 泊 2 食＆入浴券付き】大切な人との滞在応援プラン~ 

「会いたいをのせて」～温泉に入ってホテルでゆっくり滞在プラン 
 

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 

1 室 2 名様［スーペリアツイン］ 16,000 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

素泊り 2 名様［ スタンダードツイン ］ 23,000 円～ 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

朝食付 2 名様［ スタンダードツイン ］ 26,800 円～ 

https://saitama-shintoshin.metropolitan.jp/stay/plan/aitaiwonosete.html?channel=main
https://takasaki.metropolitan.jp/stay/plan/meet_simple_bf.html


魅力発信スペースです。 

プライベート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。 

長い期間、直接お会いできなかった親御様やご親戚等のお集まりに紅葉から冬にかけ 

ての信州観光も兼ねて、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 泊夕・朝食付き／２室料金 ※税金・サービス料込  

 

 

 

■ご夕食 

様々なシーンでお選びいただける旬の食材がいっぱいで彩り豊かな季節会席です。 

季節の食材にこだわり、地元の食材の魅力を最大限に活かし、職人の知恵と技でこだ

わり抜いた品々は、特別な日のご会食に華を添えます。 

 

■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。 

 

■特典 

となり部屋確約 

裾花峡 天然温泉宿「うるおい館」日帰り入浴券 プレゼント（大人様分） 

 駐車場代金 1 台分無料 

 

◎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/aitaiwonosete_nagano-plan.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。 

ご利用人数［客室タイプ］ 料金 

４名様［ ツイン 2 室 ］ 61,200 円～ 

５名様［ ツイン１室、トリプル１室 ］ 72,000 円～ 

６名様［ トリプル２室 ］ 82,800 円～ 



□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。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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(6,781 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。 

 


